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臨床的にみて、うつ病の本質性は何なのかを、SDS（Zungによ
るうつ状態自己評価尺度 ）と睡眠状態チェックリスト9項目につ
いて、統計処理して考察した。	
ただ、ここでいう、うつ病群は主にメランコリー親和型うつ病（単極型）を示し、双極型
うつ病（躁うつ病）は入れていない。	



研究⽅法 
 外来初診時にツング自己評価うつ病尺度（SDS）と睡眠障害のチェックをおこ

なっている愛知県内の三カ所の総合病院の協力を得てデータを提供してもら

った。 

   ただし、受診時に初発の単極性うつ病患者のみとした。人格障害と双極

性障害は除外した。診断（及び重症度の判定（その補助としてハミルトンスコア

ーを使用した））を正確なものとするために、研究に協力する精神科医師は精

神科臨床歴 10 年以上の医師で行った。コントロール群は、今回の研究の主旨

を説明し了解を得た病院職員である。これらのデータについて回帰分析を行

い、うつ病における睡眠障害の重要性を検定した。統計解析は SPSS ver.11.5 

(regression model, categories)を用いた 

睡眠学会 



結果 
 SDS20項目と睡眠状態チェックリスト9項目について、うつ病群とコントロー

ル群間で先ず多変量分散分析、多重比較を行った。当然のことながら、大半の

項目において有意差を認めた。 

また、このテストの信頼性分析を行いクロンバックのアルファ係数を求めα

=0.9569という高い信頼係数を得た。 

 次に、SDS と睡眠チェックリストの各項目においてうつ病の有無に対して最も

大きい影響を与えている項目を見出すために回帰分析（カテゴリカル回帰分

析）をおこなった。その結果を標準化係数の大きいものの順に並べて下記に示

す。 
     β係数     有意確率     F 値     

中途覚醒 0.581  0.000  45.503  

動悸（S11） 0.332  0.000  22.957  

自己評価(S20)  0.302  0.000  16.382  

熟眠感 0.245  0.014  6.884  

 
この結果よりうつ病の有無に最も大きい影響を与える要因は中途覚醒であることがわかる。 



うつ病患者と健常者の比較：SDS	scale を用いて	
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“睡眠障害の早期の認知と対応が 

            来るべきうつ病を防ぐことができる” 
	 	 	 	 	 	 	 	 “E arly	recognition	and	treatment	of	s leep	dis turbances 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 can	prevent	future	depress ive	disorder.”	

不眠のチェックだけで、うつ病
のスクリーニングになりうる	



不眠の罹患率 ：10% ～ 48% 
	 (Ford DE, Kamerow DB. Epidemiologic study of sleep disturbances and psychiatric disorders: An opportunity for 

prevention? JAMA 1989; 262: 1479-1484) 

(Qvera-Salva MA, Guillemi nault C., Insomnia and use of hypnotics: study o f a French popu lation. Sleep 1991; 14(5) : 

386-391.) 

 

不眠症患者の 22.6 %は大うつ病(14 %)か気分変調(8.6 %)を罹患している 
 (Ford DE, Kamerow DB. Epidemiologic study of sleep disturbances and psychiatric disorders: An opportunity for prevention? 

JAMA 1989; 262: 1479-1484) 

 

“不眠を伴ううつ病患者は，6 ヶ月後にうつ病が持続している割合が不眠を伴わな

い患者の 11 倍で，1 年後では 17 倍となることがわかった” 
         (Michael L. Perlis： Journal of Behavioral Sleep Medicine（Vol. 6; 2005）) 

 

“不眠はうつ病の単なる随伴症状ではなく，うつ病に先行し，その発症と持続の要

因となる” 

          (Wilfred Pigeon 米国睡眠学会（APSS）の第 19 回年次集会)  

 

不眠とうつ病や不安との関係はとても強く思える、そしてそれはたぶん原因そのも

のであろう。 
 (Liljenberg B. Agren H., Affective disturbance and insomnia: a population study. Eur. J Psychiat 1989; 3(2): 91-98.) 

(Frisony GB, Trabucchi M., Psychic correlates of sleep symptoms in the elderly, Int J Geriatric Psychiatry 1992; 7: 891-898. ) 
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アスペルガー・タイプはこの躁うつ病親和
型（≒外向感情型）との結婚が多いように思
われる。配偶者がアスペルガー・タイプの
時は、尽くしても評価が入らないので精神
的に窒息状態になる（カサンドラ症候
群か）。 

[裏：対象を持たない苦しみ]（H.テレンバッハ） 

[裏：対象に拘束された苦しみ] 

尽くす力の欠如 

仕事人間：自分が消える 



基本的に儒教的 
（仁・義・礼・智・信） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    うつ病親和型性格の特徴（von Zerssen  1980 年を編修） 
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悲哀とメランコリー            ＜メランコリーの⾃責＞    
 
メランコリーの自責：自己非難とは、愛する対象に向けられた非難が、その方向から反転して自分の自我

の向けられたものである。 
メランコリーの病像は自分の自我についての道徳的な嫌悪を他人の非難のもとにさらけ出すことによる。 
 
   メランコリー：ナルチシズムの基礎の上に対象選択が行われる 
 
   従って対象充当が困難に出会うとナルチシズムに戻る 
 
   対象への愛は捨てることが出来ず、対象だけが捨てられる 
 
   これがナルチシズム的な同⼀視 （：口唇期。食人期）に逃避すると、 
                           （リビドー対象の取り込み）      
   この代理の対象には憎しみが働く 
 
   その対象を侮辱し軽蔑し苦しめ 
 
   その苦悩に対してサデイズム的な満足を得る 



自己愛・サディズムが表現されている 

          ＜双極性障害患者の夢＞ 
プールサイドに一人の女性がいた。 

その人が突然プールに落ちる。 

プールに沈んでいったが、底に大きなマンホールの様なものがあり、 

そこからプールの水と一緒に流れ込んでいった。 

すると大きな家の庭にある大きな池に流れ着いたが、 

そこには大きなワニがおり、その娘は沼地のようなところを逃げたが、 

そのワニがガリガリと食べてしまった。 

                 （骨を砕いている感覚が朝に残っていた、と） 



     うつ病治療のポイントは、以下の３点 
	 ①	 睡眠を十分にとること。うつ病は広い意味では「早朝から目がさえて眠れない」と
いう早朝覚醒型、中途覚醒型の不眠症の一つです。熟睡できるようになれば必ず治ります。

その為に抗うつ薬と睡眠薬、抗不安薬を用います。  

 

イ.	 午後 10時までに寝ること 

ロ.	 散歩が大切：日光自体が抗うつ剤。	  
			 思考を止める 

 

 

②仕事、家事はしばらくの間休んで下さい。最初にしっかり休養をとることが治療のポイ

ントの一つです。些細なことで気疲れするので、他⼈（会社や近所の人達）と会わせない
様にして下さい	  

③ ⼀⼈にさせないこと！ 
				 家族の方がいつも側にいてくれるという気持ちが治療にとって重要です。  
			 特に双極性障害は夫婦間の配慮が重要  
 



うつ病の重症度は午後 10 時に寝付いた場合、最初に目が開く時間に近似する 

午前１，２時に目が開いてその後うとうと： 休養 

午前 3～4 時に目が開いてその後うとうと：仕事が難しい 

午前 4～5 時に目が開いてその後うとうと：何とか仕事がやれる 


